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宇陀市立病院新医療情報システム導入業務プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

本業務は、宇陀市立病院で平成２１年度から稼働しているオーダリングシステムをは

じめとした医療情報システムを更新し、より良質な医療サービスを提供できるしくみの

構築を目指すものである。 

経営環境や医療政策、また技術的動向の変化の中で、当院が地域中核病院として、地域

において求められる役割を今後も果たしてゆくために、当院の業務を支える重要なイン

フラである医療情報システムを刷新し、「患者サービスの向上」「医療の質の向上」「経営

の健全性向上」「地域医療への貢献」「職員の業務環境向上」の達成を図る。 

 

２ 本プロポーザルが対象とする業務委託の内容 

（１）業務名 

   宇陀市立病院新医療情報システム導入業務 

（２）業務内容 

   別紙１「宇陀市立病院 新医療情報システム導入業務基本仕様書」のとおり 

（３）委託業務の期間 

   契約締結日から平成 30年 12月 31日まで 

（４）委託料 

   委託料は次の金額を上限とする。なお、この金額は、契約時の予定価格を示すもので

はなく、委託業務内容の規模を示すためのものであるが、該当金額以上の場合は契約を

行わないものとする。 

   委託料の上限額 432,000,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

   ※ システム稼働日から一年間の保守費用を含めること 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加することができる者は、一の法人であって、それぞれ次に掲げる

要件のすべてを満たしている者でなければならない。 

（１）150 床以上の医療機関で 5 件以上、電子カルテパッケージシステムをはじめとした

医療情報システムを国内医療機関に導入した実績のある事業者であること。 

（２）電子カルテパッケージシステムを開発もしくは販売代理契約している事業者である

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であ

ること。 

（４）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 宇陀市長から指名停止を受けている者 
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イ 役員等（本プロポーザルに参加する者が個人である場合はその者を、法人である場合

はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号。以下「暴

対法」という。）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同

条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有する者であると認められる者 

ウ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宣を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

（５）宇陀市の市税の納税義務を有する者にあっては、市税の未納がない者であること。 

 

４ 受託者の選定方法 

  選定は、公募型プロポーザル方式により、宇陀市立病院新医療情報システム導入業務委

託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。 

  プロポーザルへの参加を希望する場合は、参加表明書及び提出書類を指定された期日

までに提出しなければならない。 

  実施日程は、次のとおり。 

（１）本実施要領の交付開始 平成 29年 12月 26日（火） 

（２）参加表明書類の提出期限 平成 30年 1月 12日（金） 

（３）質問書の提出期限  平成 30年 1月 19日（金） 

（４）質問書の回答  平成 30年 1月 26日（金） 

（５）提案書等の提出期限 平成 30年 2月 2日（金） 

（６）一次審査結果通知  平成 30年 2月 9日（金） 

（７）プレゼンテーション 平成 30年 2月 20日（火） 

（８）選定結果通知  平成 30年 2月 23日（金） 

（９）委託契約締結  平成 30年 3月 30日（金）※予定 

 

５ 実施要領の交付期限及び入手方法 

（１） 交付期間 

平成 29年 12月 26日（火）から平成 30年 1月 11日（木）まで 

ただし、土日、祝日、年末年始を除く 

（２） 交付場所 

   〒633-0298 奈良県宇陀市榛原萩原８１５ 

宇陀市立病院医務課システム担当 

TEL 0745-82-0381 E-mail imuka@udacity-hp.jp 
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（３） 交付方法 

宇陀市立病院ホームページからのダウンロードとする。一部の資料にはパスワード

を設定しているが、上の交付場所に記載したメールアドレスに問い合わせることでパ

スワードを通知する。 

パスワードの問い合わせは、上記交付期間の各日（土日、祝日、年末年始は除く）

午前 9時から午後 5時（到着分）までとする。 

 

６ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

・参加表明書（様式第１号） 

・会社概要（様式第２号）及び事業者の業務内容がわかる会社案内等のパンフレット 

・業務実績（様式第３号） 

・納税証明書等の写し（市税の未納がない者の証明）※市内に事務所等がある場合のみ 

・決算書（直近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書） 

・過去３か月以内に（提案書提出日基準）に発行された法人登記簿謄本又は事項証明書 

（商号、所在地、代表者、資本金等の事項が記載されているもの、コピー不可） 

（２）提出期間及び提出方法 

   平成 29年 12月 26日（火）から平成 30年 1月 12日（金）までの各日（土日、祝日、

年末年始は除く）の午前 9時から午後 5時までの時間とし、持参して提出すること。 

（３）提出場所 

   〒633-0298奈良県宇陀市榛原萩原８１５ 

宇陀市立病院医務課システム担当 

TEL 0745-82-0381 

（４）提出部数 

   １部 

 

７ 質問及び回答 

  質問は質問書（様式第４号）の提出により行うこと。なお、質問書以外の方法による 

照会については回答しない。 

（１）質問期間 

   平成 29年 12月 26日（火）から平成 30年 1月 19日（金）午後 5時まで 

（２）質問方法 

   電子メールにより行うこと。また、電子メール送信後に（３）の質問書提出先まで電

話にて電子メールを送信した旨の連絡を行うこと。 

（３）質問書提出先 

   宇陀市立病院医務課システム担当 

TEL 0745-82-0381 E-mail imuka@udacity-hp.jp 
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（４）質問書に対する回答期限 

   質問書に対する回答は、回答をとりまとめ次第随時行う。最終の回答は平成 30 年 1

月 26日（金）午後５時までに行う。 

（５）回答方法 

   質問書に対する回答は、電子メールにより行う。なお、すべての質問及び回答を、参

加表明書を提出した事業者全員に対して提示する。 

 

８ 提案書等の提出 

  提案書等の提出は、参加表明書の提出を行った者のみ提出することができる。 

（１）提出期限及び提出方法 

   平成 30 年 2 月 2 日（金）午後 5 時までとし、各日（土日、祝日、年末年始は除く）

の午前 9時から午後 5時までの時間に持参すること。 

（２）提出場所 

   〒633-0298 奈良県宇陀市榛原萩原８１５ 

宇陀市立病院医務課システム担当 

0745-82-0381 

（３）提出書類 

  ・提案書（正本１部、副本３０部）（自由様式） 

  ・要件定義書兼回答書（様式第５号） 

  ・参考見積書及び見積り明細書（様式第６号） 

（４）提案依頼事項及び提案書の記載方法 

   提案依頼事項及び提案書の記載にあたっては、別紙２「宇陀市立病院 新医療情報シ

ステム導入業務 プロポーザルに係る提案書等記載要領」を参照すること。 

 

９ 審査方法等 

（１）審査を行う者 

   提出された書類は、選定委員会が審査する。 

（２）提案者の失格事項等 

 ア 次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格とする。 

  ① 参加資格要件を満たさない者 

  ② 提案書を提出期限までに提出しなかった者 

  ③ 提案のプレゼンテーションを行う義務があったが行わなかった者 

  ④ 当院職員に対して、直接的又は間接的に本公募に関し援助を求めた者又は不正な

接触を行った者 

イ 次のいずれかに該当する者が行った提案は、失格とすることがある。 

  ① 本プロポーザルの実施に係る公告及び本実施要領に適合しない書類を作成し、提

出した者 
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  ② 提案すべき事項の全部若しくは一部を提案せず、又は提出する書類に虚偽の記載

をし、これを提出した者 

（３）プレゼンテーションの実施 

提案書を提出した事業者は、選定委員会に対して提案書に基づきプレゼンテーショ

ンを実施するものとする。 

   ただし、選定委員会が本プロポーザルに参加を表明した者が多数であると認める場

合は、提出された書類により第１次審査を行い、あらかじめプレゼンテーションを求め

る者を選定した上で行う。なお、第１次審査を行った場合は、平成 30年 2月 9日（金）

に、参加を表明したすべての者に対してその結果を書面で通知する。 

   プレゼンテーションは、原則として本業務を実際に行う予定の総括責任者又は主任

責任者が行うものとし、参加できる人数は４名以内とする。 

   プレゼンテーションは、平成 30年 2月 20日（火）に実施する。詳細な時間、場所等

については別途通知する。 

 

10 審査及び結果の通知 

  選定委員会が、提出された参加表明書、提案書、要件定義書兼回答書、参考見積書、プ

レゼンテーションの結果を審査し、最も優れた提案を行った者（以下「最優秀提案者」

という。）と次点の者を特定する。 

  審査結果は、参加を表明したすべての者に書面で通知する。 

なお、審査の基準については、別紙３「宇陀市立病院 新医療情報システム導入業務  

プロポーザルに係る審査要領及び審査基準」を参照のこと。 

 

11 契約の締結 

  審査結果に基づき、最優秀提案者と本件業務委託について契約締結の交渉を行う。 

ただし、その者が、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定 

のいずれかに該当することとなった場合又は契約締結の協議が整わない場合は、次点者

と契約の交渉を行う。 

 

12 その他 

（１）提出する書類の作成及び提出に要する費用は、提案を行う者の負担とする。 

（２）提出された書類は、プロポーザルに係る書類の審査に使用する場合を除き、参加を表

明した者に無断で使用しない。 

（３）提出された書類の審査を行う際は、必要な範囲において参加を表明した者に通知する

ことなく複製を作成することがある。 

（４）提出された提案書等は、返還しない。 

（５）参加表明書、提案書等の受理後の差し替え及び追加・削除は認めない。 

（６）本業務の実施にあたり、企画提案書に記載された総括責任者、主任担当者は特別の理
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由があると認められた場合を除き変更することができない。 



別紙１ 
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1. 病院概要 

宇陀市は、奈良県の東部の中心地に位置し、美しい自然環境の中で交通条件の向上等により、京阪神のリビン

グタウンとして都市機能をもつまちへと着実に発展してきた。 

当院は、昭和 29 年 7 月 5 日、地域住民の大きな期待を担って創立された。創立以来多年にわたり公的医療

機関として地域医療と住民の福祉に貢献するおおきな役割を果たしながら、幾多の難関を乗り越えて、今日に至っ

ている。 

当院の概要は以下のとおりである。 

  

1.1 基本理念 

『私たちは、地域住民に対する健康の保持と増進を図るため、常に変わらぬ公正な心でどれだけ患者さまの立場に

立てるかを問い、優しさ・思いやり・温もりの心を持ち続け、住民に信頼される安全で質の高い全人的医療の発展に

努めます。』 

 

1.2 行動指針 

地域医療の拠点として、唯一の公的医療機関の役割を果たす 

心の通う患者様中心の医療を展開する 

良質で効率的な医療の供給体制を構築する 

これらを支える安定した経営基盤を確立する 

 

1.3 概要 

施設名：宇陀市立病院  

開設者：宇陀市長 竹内幹郎  

所在地：奈良県宇陀市榛原萩原 815番地  

開設年月日：昭和 29年 7月 5日  

診療科目： 16診療科 

内科（人工透析）・循環器内科・消化器内科・外科・婦人科・整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・泌

尿器科・神経内科・小児科・麻酔科・リハビリテーション科・放射線科・精神科 

病床数：一般病床 176床  

敷地面積：8,915.65平方メートル  

建築面積及び構造：3,938.82平方メートル鉄筋コンクリート造（PC造） 

施設基準： 

図表１ 施設基準一覧（平成 29年 8月 1日現在） 

一般病棟入院基本料１０：１ 輸血管理料Ⅱ 

診療録管理体制加算２ がん性疼痛緩和指導管理料 
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療養環境加算 ニコチン依存症管理料 

地域包括ケア病棟入院料 1 薬剤管理指導料 

データ提出加算 検体検査管理加算（Ⅰ） 

臨床研修病院入院診療加算 外来化学療法加算 1 

急性期看護補助体制加算 25：1 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

医療安全対策加算１ 膀胱水圧拡張術 

患者サポート体制充実加算 輸血適正使用加算 

病棟薬剤業務実施加算 1 がん患者指導管理料１ 

救急医療管理加算 糖尿病透析予防指導管理料 

医師事務作業補助体制加算１ 40：１ 検体検査管理加算（Ⅱ） 

感染防止対策加算 1 無菌製剤処理料 

退院支援加算１ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 

認知症ケア加算２ 大動脈バルーンパンピング法（IABP法） 

医療機器安全管理料１ 麻酔管理料（Ⅰ） 

ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 がん患者指導管理料２ 

透析液水質確保加算２ 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ） ペースメーカー移植術およびペースメーカー交換

術 

栄養管理実施加算  

医科点数表第 2章第 10部手術の通則 5及び 6 に掲げる手術 

黄斑下手術等 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 

肝切除術等 人工関節置換術 

靭帯断裂形成手術等 ペースメーカー移植術およびペースメーカー交換

術 

子宮付属器悪性腫瘍手術等 経皮的冠動脈形成術 

尿道形成手術等 経皮的冠動脈ステント留置術 

内反足手術等 胃ろう増設術 

  

 

図表２ 運営情報一覧（平成 29年 3月 31日現在）（職員数は平成 29年 4月 1日現在） 

項目 内容 

年延入院患者数 47,005人 

一日当たり入院患者数 129人 

平均在院日数（一般病棟） 15.9日 

年延外来患者数 92,222人 

外来診療日数 243日 

一日当たり外来患者数 380人 
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医師数 18名 

看護職員総数 123名 

 （うち助産師） 1名 

 （うち看護師） 116名 

 （うち准看護師） 6名 

看護助手 19名 

薬剤師 7名 

放射線技師 9名 

臨床検査技師 10名 

管理栄養士 2名 

理学療法士 14名 

臨床工学技士 5名 

視能訓練士 3名 

事務職 28名 

診療情報管理士 1名 

保育士 4名 

総職員数 243名 
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2. 新医療情報システムの基本方針 

当院の理念に基づき、新医療情報システム導入の目的を次の 5 点とし、各項目の詳細を下図「新医療情報シス

テム導入の目的」の分類と詳細に示す。 

 

図表３ 新医療情報システム導入の目的 

 

 

図表４ 「新医療情報システム導入の目的」の分類と詳細 

項番 分類  詳細 

1 

医療の質と安

全 

医療安全 

＜患者サービス向上＞ 

■インシデント、アクシデントに対し、予防対応としての各種

チェック機能を実装し、また事後対応として管理・分析機能

の実装により、医療安全管理対策の PDCA を効率的に

実施できるシステムの構築を目指す。 

＜医療の質向上＞ 

■入力内容に基づき、操作者に対してエラーや警告など適

切なメッセージを発することで、誤入力の防止や注意喚起

を促し医療安全の確保に繋がるシステムの構築を目指す。 

■システムの表示文字サイズの変更など、情報の見落とし

を防ぐことにより、医療安全の確保に繋がるシステムの構築

を目指す。 

＜経営の健全性向上＞ 

■医事算定上問題のある入力を予防し、経営の健全性

向上を目指す。 

2 
チーム医療・パ

ス管理の推進 

＜患者サービス向上＞ 

■重要な患者情報を職員間で確実に共有できるシステム

の構築により、医療安全の向上・患者満足度の向上を図

る。 

＜医療の質向上＞ 

■チームメンバ間及び他チーム・病棟・各部署との迅速かつ

漏れの無い情報共有を可能とするシステムの構築により、

チーム医療の業務効率化を図る。 
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項番 分類  詳細 

3 

地域において

必要とされる機

能の提供 

救急医療 ＜患者サービス向上＞ 

■救急隊との十分な情報連携の基盤整備や輪番制への

対応、院内トリアージの環境整備など、救急患者に対する

迅速かつ適切な対応により、地域の救急医療提供を支援

することを目指す。 

4 

4疾病 ＜地域医療への貢献＞ 

■地域包括ケアシステムへの情報提供、地域連携システ

ムとのデータ連携機能に対応できるシステムを構築しておく

ことで、急性期を脱した患者の地域診療所や慢性期病院

との患者照会や地域連携パス機能に対応し、地域の中心

的医療機関として、4疾病への対応の充実を図る。 

5 

健診 ＜患者サービス向上＞ 

■健診事業の充実を図るため、健診システムの導入だけで

なく、検査機器の効率的な予約運用や健診データを予防

医療に役立てるための二次利用の可能なシステムの構築

を目指す 

6 

地域医療連携 ＜患者サービス向上＞ 

■病診連携・病病連携を可能にし、患者情報の共有を図

るために、各社の地域連携システムとの連携を想定したシ

ステムの構築を目指す 

＜経営の健全性向上＞ 

■地域連携システム・紹介管理システムを通して、紹介加

算などのコスト算定が確実に行えるシステム構築を目指す 

7 
業務効率化・

標準化 

医療の質向上

を伴う効率化 

＜患者サービス向上＞ 

■システム操作の負担を軽減することで、患者とのコミュニ

ケーションを支援し治療方針等の説明に対する患者の理

解度を高め、患者満足度の向上に貢献できるシステムの

構築を目指す。 

＜職員の業務環境向上＞ 

■業務フローの見直しやシステムの高速なレスポンスの確

保、入力機能の簡便化など、業務効率化・標準化に伴う

職員の負荷低減を図る。 

■職員のマスタメンテナンスが容易なシステムを導入するとと

もに、メンテナンス結果がシステム利用タイミングでの不具合

に繋がらない、機能的に安定したシステムの導入を目指

す。 
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項番 分類  詳細 

＜経営の健全性向上＞ 

■システムに係る業務の効率化に伴い、より職員のリソース

を医療サービスの提供へ配分し経営の健全性向上を図

る。 

8 

職員がいきいき

働ける環境の

確保 

＜職員の業務環境向上＞ 

■労働環境の改善に資するシステム環境の整備により、職

員満足度の向上に伴う医療職の人材確保を図る。 

■診療データの活用により、業務活動状況・負荷状況を

見える化し、労働環境改善検討につなげられるシステムの

構築を行うことで職員満足度の向上を目指す。 

9 
診療データの

有効活用 

＜医療の質向上＞ 

■各システムの情報を統合し俯瞰を容易にする診療支援

システムの導入を検討する。 

■診療データを活用した臨床指標のモニタリングにより、医

療の質の確保を図る。 

＜経営の健全性向上＞ 

■将来的な診療データの一次利用（地域医療連携によ

る情報共有）や二次利用（データの集約・分析）への対

応を想定し、適切にアクセス権限を設定し安全なデータ活

用が図れると共に、標準規格に準拠したシステムの構築を

目指す。 

■診療データの活用により、各種経営指標の算出や診療

科毎の課題の把握と継続的なモニタリングを可能するシス

テム構築を目指し、健全な経営の維持・向上を図る。 

＜職員の業務環境向上＞ 

■診療統計や研究活動などのために診療データの集計・

二次利用が容易なシステムの構築し、業務に注力できる

環境の確保を目指す 

＜地域医療への貢献＞ 

■地域連携システムや患者紹介・照会における診療データ

の迅速な提供・参照によって、地域での患者の情報共有

の円滑化を図る 

10 
将来にわたって

有効なシステム 

最新技術の活

用 

＜経営の健全性向上＞ 

■システムに係るライフサイクルコストの削減を目指し、仮想

化技術の導入、クラウドサービスの利用を検討する。 
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項番 分類  詳細 

■システム間連携を標準化する共通基盤の構築により、シ

ステムの追加や連携の拡張に係るコスト削減を図る。 

■未収金の予防や算定漏れの防止に資するシステムの構

築により、医業収益の改善を目指す。 

■材料の使用管理を厳密化するシステムや持参薬を管理

するシステムの構築により、購入費用の低減を目指す。 

＜職員の業務環境向上＞ 

■入力補助ツールの整備や、インターネットの業務利用な

どを実現し、職員がシステムを利用することの負担を軽減

し、効率的な業務環境の実現を目指す 

11 拡張性の確保 

＜患者サービス向上＞ 

■平成 30年（2018年）の医療等 IDの導入に伴う、

EHR（Electronic Health Record）・PHR

（Personal Health Record）の実現に向けた対応を

想定したシステムの構築を目指す。 

■地域連携パスへの対応により、急性期・回復期・療養

期を通じて各医療機関と情報を共有し患者へ提供する医

療サービスの向上を図る。 

＜医療の質向上＞ 

■将来的なサーバーの院外設置やWeb による診療デー

タ参照機能の実装など、データ参照手段の確保を検討し、

災害時においても業務継続できるシステムを目指す。 

＜経営の健全性向上＞ 

■拡張性の高いパッケージベースのシステムの採用により、

診療報酬制度改訂へ迅速かつ確実に対応し、また医療

政策や地域の医療ニーズの変化への対応が容易なシステ

ムの構築を目指す。 

＜地域医療への貢献＞ 

■健幸都市づくりに対応し、将来の地域医療機関・介護

支援施設との情報連携が可能なシステムの構築を検討す

る。 

  



 

 

11 

 

3. 新医療情報システム導入の基本要件 

3.1 医療の質と安全 

3.1.1 医療安全 

次の要件を掲げることによって、医療安全の確保を図る。 

① 入力内容に含まれる禁忌、アレルギー情報等に対するエラーを検知し、事故の原因となる指示出しを防止

する。 

② 常に最新の指示情報を参照可能とし、指示受けの漏れや見過ごしに係る事故の発生を予防する。 

③ 3 点認証などの機能によって、患者と実施行為が、指示に基づく内容と相違がないこと、あるいは患者の取

り違えがないことを、実施前に確認可能であり、事故を予防できる、また、実施者が特定できるシステムを導

入する。 

④ サーバ・ネットワーク等の仮想化技術の導入により、新医療情報システムの可用性を最大限に高め、システ

ムを用いた運用が常時可能な環境を整備する。 

⑤ 各種レポートやスキャナ文書、検査結果など、情報が一元化されており、必要な情報を見落としなく参照す

ることが可能なシステムを導入する。 

⑥ 発生源の情報や記載者・発生時刻・記載時刻が確実に記録される仕組みになっており、診療に関わる情

報が時間を追って正確に把握、分析できるシステムを導入する。 

 

3.1.2 チーム医療・パス管理の推進 

次の要件を掲げることによって、チーム医療・パス管理の推進を図る。 

① 部門横断での情報共有や入力操作が容易に行えることで、部門間・チーム内での正確・迅速な情報を促

進するシステムを導入する。 

② スクリーニングによる対象患者の抽出が迅速且つ容易に行えることで、これまで以上にチーム医療が推進で

きるシステムを導入する。 

③ 疾患ごとのパスマスタが容易に登録・管理でき、バリアンスの登録・分析も容易に行えるパス機能を導入する

ことで、パス適用率の向上が目指せるシステムを導入する。 

 

3.2 地域において必要とされる機能の提供 

3.2.1 救急医療 

次の要件を掲げることによって、救急医療への寄与を図る。 

① 救急隊からの情報や、トリアージ結果の入力が簡便に行えることで、救急診療を効率化できるシステムを導

入する。 

② 身元不明患者の記録が、容易に入力可能であり、また、後日当院での受診歴がある患者であることが判

明した場合に、記録の統合が容易なシステムを導入することで、確実に患者の診療記録を把握できるシス

テムを導入する。 
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③ 救急患者統計が容易に行えることで、当院の救急医療の状況が容易に把握できるシステムを導入する。 

 

3.2.2  4疾病 

次の要件を掲げることによって、4疾患への対応に寄与する。 

① 標準治療及びそれに基づいた治療プロトコルが容易に確認できるシステムを導入する。 

② 手術予約、麻酔記録、手術記録等の外科的治療に対応できるシステムを導入する。 

③ 患者の状態及び治療方針に応じたきめ細かな化学療法が実践できる化学療法システムの導入を行う。 

④ がんの統計に必要な診療データを簡便な操作で出力できる DWH（Data Ware House）の導入を行う。 

 

3.2.3  健診 

次の要件を掲げることによって、地域の健診事業に寄与する。 

① 既存健診部門システムとの連携による、健診予約管理が可能なシステムを導入する。 

② 検体検査システムと健診システムの連携により、効率的な健診業務を可能にする。 

③ 地域の医療機関としての役割を果たすため、患者の健診データとカルテデータを容易に管理できるシステムを

導入する。 

 

3.2.4  地域医療連携 

次の要件を掲げることによって、地域医療連携への対策を講ずる。 

① 診療所を含む他医療機関、及び患者からの予約取得を容易に可能にする。 

② 紹介元の医療機関からの情報が容易に電子カルテシステムから閲覧できるシステムを導入する。 

③ 他医療機関からの照会に応じて、当該患者の診療情報の提供を可能にする。 

④ 紹介状や、受診報告書の発行を容易に可能とし、また未作成のものに関して、督促が行えるシステムを導

入する。 

⑤ 地域連携パスなど、当院・他医療機関間の双方向での情報のやり取りを可能にする。 

⑥ 地域医療連携システムと SS-MIXなどの標準的な仕組みで連携できるシステムを導入する。 

 

3.3 業務効率化 

3.3.1 医療の質向上を伴う効率化 

次の要件を掲げることによって、医療の質向上と業務効率化対策を講ずる。 

① システムの運用の効率化を図る観点から標準的なパッケージシステムの導入を検討する。 

② 情報が適切な単位で纏められており、必要な情報が必要な粒度で簡便に確認できるシステムを導入する。 

③ 入力・画面展開にかかるレスポンスが早く、また経年によるレスポンス低下が発生しないシステムを導入する。 

④ 操作者が行わなければならない入力操作・参照行為を、容易に把握できるようにする。また、重要度や期

限の有無に応じて、入力操作・参照行為が督促され、かつ督促画面などから、入力画面や参照画面への

遷移を容易に可能にする。 

⑤ 登録済みの情報は、入力画面に自動的に反映されるなど、二重入力の発生しないシステムを導入する。 
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3.3.2 職員がいきいき働ける環境の確保 

次の要件を掲げることによって、職員がいきいきと働ける業務環境の確保を講ずる。 

① 操作が分かり易く、簡便に入力ができることで、利用することがストレスにならないシステムを導入する。 

② システムベンダーのサポート体制において、適切な SLA（Service Level Agreement） を締結し、日々

の障害報告・改善要望・操作や機能に関する質問など、システムに関する運用管理業務が、遅延なく実施

される環境を整備する。 

 

3.3.3 診療データの有効活用 

次の要件を掲げることによって、診療データの有効活用が行える環境構築を行う。 

① 新医療情報システムのデータを容易に集約し、二次利用が可能なシステムを導入することで、病院経営や

職員の研究等に活用できる仕組みを構築する。 

② 簡便な操作で新医療情報システムから経営指標、患者動向が把握できるデータを出力できる仕組みを構

築する。 

 

3.4 将来にわたって有効なシステム 

3.4.1 最新技術の活用 

次の要件を掲げることによって、最新技術を活用したシステム導入を行う。 

① サーバーの仮想化技術を利用して、サーバーを集約することで、管理・運用面での負荷軽減を図れるシステ

ムを導入する。 

② 各種紙媒体のスキャンデータや、検査画像データを一括管理できる、統合画像管理システムの導入により、

電子化・ペーパーレス化が促進できるシステムを導入する。 

 

3.4.2 拡張性の確保 

次の要件を掲げることによって、拡張性を確保する。 

① 診療報酬改定や医療政策、外部環境の変化への対応が、容易に可能なシステムを導入することで当院の

業務負荷の増大を抑える。 

② 当院でのシステム稼動後に、パッケージシステムに追加された機能が適用できるようにすることで、常に最新

機能を利用できる環境を整える。 

③ 新たな部門システムの追加・接続などに容易に対応できるシステムを導入することで、将来の業務拡張に対

応できる環境を整える。 
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4. 新医療情報システム整備範囲 

新医療情報システムの整備範囲及び更新方法は以下の通りとする。 

図表５ 新医療情報システム整備範囲一覧 

項番 システム 
入れ 

替え 

HW 

入替 

継続 

利用 

新規 

導入 

１ 電子カルテシステム ○    

２ 看護支援システム ○    

３ 医事会計システム ○    

４ 放射線情報システム ○    

５ 画像管理システム ○    

６ 検査システム ○    

７ 再来受付 ○    

８ 診察待ち表示システム ○    

９ 診察券発行機 ○    

１０ 会計待ち表示 ○    

１１ POS レジ ○    

１２ 調剤支援システム ○    

１３ 服薬指導 ○    

１４ 注射支援 ○    

１５ リハビリ支援システム   ○  

１６ 栄養管理システム ○    

１７ 眼科ファイリング ○    

１８ 医療機器接続（ナースコー

ル） 
○    

１９ 健診支援システム   ○  

２０ 手術管理システム ○    

２１ DPC ベンチマークシステム ○    

２２ ウィルス管理ソフト ○    

２３ 診断書管理システム ○    

２４ 診療録管理システム ○    

２５ 薬品在庫管理システム     

２６ ネットワーク機器（保守期

限切れ分） 
○    

２７ ネットワーク機器（保守期

限内分） 
  ○  

２８ DPC業務支援システム   ○  
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項番 システム 
入れ 

替え 

HW 

入替 

継続 

利用 

新規 

導入 

新１ 持参薬オーダー    ○ 

新２ 栄養指導システム    ○ 

新３ 職員 ID同期    ○ 

新 4 スキャンデータ管理(統合画

像管理) 
   ○ 

新 5 看護管理    ○ 

新 6 看護師人事・教育管理    ○ 

 

図表 5 の「更新区分」の説明は、以下のとおりである。  

「入れ替え」･･･現行システムのバージョンアップ、若しくは他システムへの入れ替えの検討対象とする。なお、項番１、

電子カルテシステムは、現行のオーダーリングシステムからの更新とする 

「HW 入替」･･･現行システムを継続利用する。但し、サーバー機器の老朽化・保守期限切れ等の課題に対応す

るため、サーバー機器のみの更新を実施する 

「継続利用」･･･新医療情報システムおいて、現行のシステム、及びサーバーなどのハードウェアを継続利用する。但

し、電子カルテを含む、他の新システムとのシステム間の連携環境は、新たに構築するものとする 

「新規導入」･･･現行システムで運用されておらず、新たに導入対象とするシステム 
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5. 端末及び周辺機器 

「[添付資料３] 医療情報システム端末等機器台数一覧」「[添付資料４] 医療情報システム接続機器一

覧表」に記載のとおり。 

6. スケジュール概要 

新医療情報システム導入スケジュールは、次の通りを想定している。但し、当院にとってより良いスケジュールが考え

られるようであれば、その旨提案すること。 

 

図表６ 新医療情報システム更新スケジュール 

 

 

7. プロジェクト実施体制 

プロジェクト実施体制は図表７に示す体制を想定している。但し、当院にとってより有効かつ、効率的な実施体制

が考えられるようであれば、その旨提案すること。 

 

図表７ プロジェクト実施体制（システム導入フェーズ）（案） 
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8. 委託業務に係る基本的要件 

医療情報システム導入業務に係る基本的要件は、次のとおりである。 

 

（１） 前提条件 

① 厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5版」に準拠した、柔軟性と高い

信頼性、及び豊富な構築実績のある医療情報システムパッケージシステムを提案し、導入すること。 

② 高速なレスポンスを担保できるシステムであること。なお、ここで言う「高速なレスポンス」の指標は、操作指示を行

った結果として次の画面が完全に表示され、かつ何らかの操作が可能になるまでの時間が、通常の診療業務に

おける高負荷処理で２秒以内、それ以外の処理で１．５秒以内であることとする。 

③ フルオーダであること。可能な限りのオーダが、医療情報システムによって依頼・受領でき、またその結果が閲覧可

能であるなど、電子カルテシステムと部門システムが密に連携したシステム群を提供すること。 

④ 平成 30年中に、確実に稼動するシステムであること。 

⑤ 本稼動までの間、制度改正や関連法規の改定が発生した場合は、柔軟に対応すること。 

⑥ 導入する基盤システムは、安定稼動の動作を保証する最新バージョンを提案すること。特に、本稼動時点で、

開発元ベンダからサポート終了が発表されているバージョンは提案しないこと。 

⑦ 電子保存を原本とする診療情報については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

第 5版」に定める、電子保存の三原則（真正性・見読性・保存性）を担保できること。 

⑧ デファクトスタンダードを追求したシステム構築を基本とし、システムの OS、データベース、通信プロトコル等は国際

標準、業界標準を採用したシステムであること。 

⑨ 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5 版」の「５ 情報の相互運用性と標準

化について」に定める標準的な規格等を積極的に採用したシステムであること。 

⑩ システム導入にあたっては、病院現場・関係者の業務負荷が増大しない工夫や、効率改善への提案を行い、

当院と協議の上、有効な機能を組み込むこと。 

⑪ ハードウェア・ソフトウェア共に、システム運用に必要と考えられるものはすべて提供すること。 

 

（２） パッケージ運用と機能提供の考え方 

① 本仕様書に表記されていない機能であっても、パッケージが持つ機能であれば、提供すること。 

② 本仕様書に表記されていない機能であっても、運用上、必要な機能については提供すること。 

③ 他院で利用されている機能をもとに、機能提供すること。通常考えられる運用をサポートする機能であれば、本

仕様に記載が無くても、機能を削除しないこと。 

④ ハードウェア・ソフトウェアともに、運用するために必要と考えられるものはすべて提供すること。 

⑤ システム機能のみで運用に支障がある場合、他院事例を紹介するなどして、他院で実施されている運用対応方

法を提案し、当院と協議すること。 

 

（３） 適用 

① キックオフミーティングの企画・運営を支援すること。プロジェクト実施計画及び WBS（作業分解図）を提示し、
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作業スケジュール及び業務分担を明示すること。 

② システム運用検討会を企画・運営すること。当院職員参加型のワーキンググループ形式で実施すること。標準運

用フローをベースに、当院に合った運用フローを提案・作成すること。 

③ システム要件定義書を作成すること。検討に必要な各種資料を提供すること。 

④ 医療情報システムが利用可能な環境が整備されるまで、仮のデモシステムを院内に常設し、打ち合わせ等では

画面を見ながら効率的にできる環境を整えること。 

⑤ マスタ・テンプレート作成など、当院職員が実施する作業については、十分なガイド・サポートを行うとともに、十分

余裕を持ったスケジュールで実施できるよう留意すること。 

 

（４） 操作研修 

① 当院の準備する研修室にて操作教育を行うこと。期間は概ね 3 ヶ月間とする。 

② 研修については、効率的かつ効果的なカリキュラムを組み、職員が操作に習熟するまで十分に実施すること。 

③ 教育用端末は、電子カルテなど基幹システム端末を 20台以上用意すること。 

④ システム導入にあたり、院内で継続的に操作教育が実施できるよう、操作教育リーダを育成すること。又は、全

員教育を実施すること。 

⑤ 操作研修をするための環境を導入すること。必要な費用は見積りに含めること。 

⑥ 操作研修に係る主な作業の役割分担は、下図のとおり。 

 

図表８：操作研修時作業分担表（◎：主体、△：支援） 

No. 主な作業 受託者 当院 

(1) 研修実施計画書（案）の作成 ◎ △ 

(2) 研修実施計画書（案）の承認、院内周知  ◎ 

(3) 研修受講者の募集・受講日程調整  ◎ 

(4) 研修テキスト、進行表、アンケート（案）の作成 ◎ △ 

(5) 研修テキスト、進行表、アンケート（案）の承認  ◎ 

(6) 研修テキストの印刷・準備 ◎ △ 

(7) 研修環境の準備（システム環境面） ◎  

(8) 研修環境の準備（部屋・什器の準備）  ◎ 

(9) 研修時の進行・運営 ◎ △ 

(10) 研修時の出席管理 △ ◎ 

(11) アンケート結果の集計 ◎ △ 

 

 

（５） 運用リハーサル 

① 全体的な運用リハーサルを行うこと。外来・入院で、時間外、及び土・日・祝日を利用して実施可能なこと。詳

細日程や方法については、当院の指定に従うこと。なお、運用リハーサルは 2回を予定しているが、職員のシステ

ム習熟度により増減する可能性がある。 

② 運用リハーサルは、基本的にすべてのシステムを連携して実施可能であること。 
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③ 運用リハーサルに係る主な作業の役割分担は、下図のとおり。 

 

図表９：運用リハーサル時作業分担表（◎：主体、△：支援） 

No. 主な作業 受託者 当院 

(1) 総合リハーサル実施計画書（案）の作成 ◎ △ 

(2) 総合リハーサル実施計画書（案）の承認、院内周知  ◎ 

(3) リハーサル参加者及び日程の調整  ◎ 

(4) リハーサルシナリオ、進行表、アンケート（案）の作成 ◎ △ 

(5) リハーサルシナリオ、進行表、アンケート（案）の承認  ◎ 

(6) アンケートの印刷・準備 ◎ △ 

(7) リハーサル環境の準備（システム面、機器展開設定含む） ◎  

(8) リハーサルの準備（掲示物、必要物品など）  ◎ 

(9) 総合リハーサルの進行・運営 △ ◎ 

(10) 総合リハーサル実施後の反省会の進行・運営 △ ◎ 

 

（６） データ移行 

① 現行医療情報システムで電子保存されている患者情報、診療情報、医事算定情報など、基本的にすべての

必要な情報を次期医療情報システムでも容易に参照可能な形式で移行し、業務継続を維持すること。 

② 診療記録、オーダ情報など、次期医療情報システムでも流用可能な形式で移行できることが望ましい。 

③ マスタ情報やセット情報、パス・レジメン情報なども移行可能であることが望ましい。 

④ 移行後のデータが、次期医療情報システムで正しく登録できていること、また正常に動作することについては、当

院職員とともに確認すること。 

 

（７） システム稼働時対応 

① 電子カルテシステム運用管理規程の作成を支援すること。支援とは、当院担当者との打ちあわせを持ち助言す

ることと、運用管理規程案を提示することを最低条件とし、その他誠意をもって対応すること。 

② 万一のシステム停止に備え、システム停止時の運用マニュアルを提示すること。 

③ 各種マニュアルの閲覧が、すべての端末から可能であること。 

④ システム運用を担当する当院職員、もしくはそれに準ずるオペレータ要員等に対し、システム運営に関するすべて

の事項（操作、保守、運用、バックアップ等）について指導すること。 

⑤ 必要に応じて、システム稼働前 1 ヶ月間に当院職員による事前データ登録期間を設けること。 

⑥ 稼動後の立ち会いについては、2 週間実施すること。基本的に 1 週目はオンサイト、2 週目はオンコール体制と

するが、稼働状況を踏まえて当院と協議の上、体制・期間の変更は可能とする。 

⑦ オンサイトの立ち会い体制については、業務に支障を来たさないよう次のとおり要員を配置すること。 

・外来診察室では、受付ブース毎に最低 2名の立ち会い者を配置すること 

・病棟では、ナースステーションに最低 1名の立ち会い者を配置すること 

・医事課には最低 2名の立ち会い者を配置すること 

・その他の部署向けの立ち会い者として、巡回及びオンコール対応による要員を、上記以外の立ち会い者とは別
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に配置すること 

⑧ 初回の保険請求時、及び稼動後一回目の診療報酬改定時に立ち会いを行うこと。 

⑨ 立ち会い実施期間は、毎日報告会を実施し課題事項を報告・共有すること。 

（８） プロジェクト管理 

① 受託者側のプロジェクト体制として、プロジェクトマネジャー１名を選任すること。プロジェクトマネジャーは、委託期

間中、当院があらかじめ承諾した場合を除き、途中交代できないものとする。 

② 円滑なシステム本稼動を実現するために、他医療施設において同等のシステム開発経験のある SEによるプロジ

ェクト体制を整備すること。 

③ 他医療施設で起こったトラブル事例などが即時に共有され対応可能であるなど、導入するシステムに係る関連

会社を含めた支援体制が組まれていること。 

④ システム構築に携わる作業者は全員、院内の出入りに際し、ID の提示もしくは名札の着用をすること。また、シ

ステム構築に携わる作業者は全員、提供ベンダの責任において病院内の行動に関する倫理・道徳・社会常識

的な指導をすること。 

⑤ プロジェクト運営上、次の会議体への参加、もしくは企画・運営を行うこと。また、いずれの会議体においても必要

な資料及び議事録の作成、提供を行うこと。 

図表１０：会議体種別・開催頻度及び役割分担表（◎：主体、△：出席） 

No. 会議体 開催時期 開催頻度 受託者 当院 

(1) システム委員会 

プロジェクト開始～シ

ステム稼働後 3 ヶ月 

月１回（予定） 

*システム稼働後は、稼

働状況に応じて調整す

る 

△ ◎ 

(2) プロジェクト会議 

プロジェクト開始～シ

ステム稼働後 3 ヶ月 

月２回（隔週予定） 

*システム稼働後は、稼

働状況に応じて調整す

る 

△ ◎ 

(3) 
システム機能・運用検討

WG 

プロジェクト開始～設

計フェーズ 
別途日程調整 ◎ △ 

(4) システム検討会 

システム稼働後～保

守期間中 

週１回（予定） 

*システム稼働状況に応じ

て調整する 

◎ △ 

(5) 事務局会議 

プロジェクト開始～シ

ステム稼働後 3 ヶ月 

月２回（隔週予定） 

*システム稼働後は、稼

働状況に応じて調整す

る 

◎ △ 

（９） バージョンアップ 

① 今回提案する電子カルテシステムは、年に一回以上の機能レベルアップを行うことで、最新のシステムにバージョ

ンアップでき、陳腐化しないシステムであること。 

② プログラムの機能アップに対処すること。また、その実績を具体的に示すこと。 
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③ バージョンアップ作業は、運用保守費用の範囲で提供すること。 

④ システムに関わる法令改定（診療報酬改定、薬価改定、元号変更など）対応は、当該法令の施行前にシス

テムの変更を完了し、運用に支障を来たさないこと。また、本対応は保守の範囲内で提供すること。 

⑤ バージョンアップ、機能追加、法令改定などで新規機能が提供された場合は、利用マニュアルを改版すると共に、

機能仕様書を提示すること。 

 

（１０） 機能要件 

① 個別機能要件については、様式第５号「要件定義書兼回答書」を参照のこと。 

 

（１１） システム監視 

① サーバーの稼働状況監視を行うための環境設備を導入すること。エラーや障害を検知した場合、病院職員が容

易にそれを把握できること。 

② 院内の全端末に、リモート接続でメンテナンスや閲覧ができるしくみを導入すること。 

③ 基幹システムについては、業務アプリケーションの監視（具体的には、サーバプロセス起動・稼働監視、定期業

務実行監視など）を行うための環境設備を導入すること。 

④ 基幹システムについては、サーバパフォーマンスの監視（具体的に、「レスポンス」「DISK 容量」「DB 容量」「メモ

リ使用量」などの監視）を行うための環境設備を導入すること。 

⑤ ネットワーク機器の監視を行うため環境設備を導入すること。エラーや障害を検知した場合、病院職員が容易に

それを把握できること。 

⑥ 監視は、24時間 365日行うための環境設備を導入すること。 

⑦ 障害などの早期対応が可能なよう、院外からのリモート保守を可能とする環境設備を導入すること。その際、適

切な情報セキュリティ対策を講じた回線・接続方式を提案し、当院と協議の上導入すること。 

 

（１２） マスタ 

① マスタのデータを CSV に抽出できること。利用者の権限設定の比較や診療報酬改定時などで期限設定が必要

なオーダ項目（会計コード項目）の調査に活用できること。また、その他、比較やチェックの実施に活用できるこ

と。 

 

（１３） その他 

① 次期医療情報システムで稼動するサーバーが正常に稼動するように、二次電源の増設など必要な工事を行うこ

と。そのために、受託者の導入する一切の電源関連情報を早急に提示すること。 

② 開発期間に現行医療情報システムと並行稼動させることを考慮すること。次期医療情報システム稼動後も現

行医療情報システムを一部稼動させ続けることも考慮すること。開発時のサーバーの設置場所や部門システム

のサーバーをどこまでサーバー室に設置するか検討し、病院と調整の上調査を行うこと。 

③ 開発時における SE の作業部屋の広さは、受託者で確認すること。その部屋へのネットワーク配線、電力容量を

確認の上、必要に応じて増設工事を行うこと。 
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9. 保守業務に係る基本的要件 

新医療情報システム本稼動後の保守要件は次のとおりである。保守契約は本調達範囲には含まれないが、以下の

保守要件を想定した医療情報システムを構築すること。 

 

（１） 共通要件 

① 保守範囲は、基本的に今回調達するハードウェア・ソフトウェアすべてを対象とできること。但し、当院の要望によ

り、保守対象を選択できること。 

② 原則 24時間 365日の対応ができること。 

③ 当院と協議の上策定・合意したSLAを遵守した保守サービスを提供できること。なお、当院が想定しているSLA

の内容については、添付資料 5「宇陀市立病院 新医療情報システム サービスレベル目標一覧」を参照のこと。 

④ ハードウェア・ソフトウェア共に、新医療情報システム稼働時点から 5年間の保守が可能であること。 

⑤ 問合せや障害連絡の窓口を明示すること。当院で不具合の原因切り分けができないような場合でも、誠意を以

って対応すること。 

⑥ リモート接続回線使用料も保守費用に含めること。 

⑦ リモート保守を行った場合は、作業記録を残すと共に、当院からアクセスログ開示請求があった場合は、速やかに

提出すること。 

⑧ 定例会議を行い、不具合のとりまとめ及び状況報告、改善要望に係る回答・提案、定期点検の結果報告等を

実施すること。また、議事録を作成し、提出すること。なお、定例会議は先述（「会議体種別・開催頻度及び

役割分担表」参照）の「システム検討会」との合同開催としても良い。 

⑨ 保守の主担当者は、提案する電子カルテシステム、医事会計システム他の機能や他医療施設の運用事例に

精通しているものであること。 

 

（２） 通常時保守業務 

① サーバーやネットワーク機器、周辺機器などの定期点検を実施すること。 

② サーバー、ネットワーク機器に関しては、24時間 365日の自動監視を行うこと。 

③ 定期点検や自動監視において動作異常の兆候が見られた場合は、当院に報告の上、予防保守対応を実施

すること。 

④ 医療情報システムの操作手順や機能仕様、マスタ設定手順、運用事例照会など、当院からの問合せ対応を

行うこと。必要に応じて当院が主催する院内打ち合わせに参加し、機能仕様や他医療施設の事例に係る情報

提供を行うこと。 

⑤ 他施設での障害改修状況・事例やソフトウェア・ハードウェアのアップデート情報を提供すること。特に障害に関す

る情報は当院へ速やかに報告した上で、改修スケジュールや改修までの暫定対処手順について当院と協議し対

応すること。 

⑥ 医療情報システムのバージョンアップ対応を年一回以上行うこと。適用の要否や運用に係る検討を含めて、保

守業務の範囲で対応すること。 

⑦ ソフトウェアやハードウェアのアップデートや、バージョンアップに伴う資源管理を適切に行い、上記作業に伴うダウン

グレードの発生を防止すること。 
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⑧ 医療情報システムのレスポンスを高速に保つため、最低限 3 ヶ月に 1度の対応を行うこと。 

⑨ システムパラメータの変更対応を行うこと。 

⑩ 電源設備法定点検など、当院都合によりシステム停止を行う場合の立ち会いを行うこと（年二回以内を想

定）。 

 

（３） 障害時保守業務 

① 定期点検や自動監視において障害が発見された場合は、直ちに当院に報告の上、対応作業を実施すること。 

② 当院から障害の報告を受けた場合、直ちに原因調査など対応を開始すること。複数システムに跨る障害や、ソ

フトウェア・ハードウェア起因の切り分けができない場合でも、各社が協力して迅速な復旧に努めること。 

③ ソフトウェア・ハードウェア障害共に、24時間 365日、障害が検知されてから 120分以内に現地対応を開始で

きる拠点を有すること。 

④ 原因調査の結果、及び復旧方針案は遅滞なく当院に報告の上、復旧作業を実施すること。即時の原因究明

や復旧対応が困難な場合、代替運用の検討を支援すること。 

⑤ 障害による欠損データの復旧や、システム間連携データの再送などの事後対応が必要になった場合、誠意を以

って協力すること。 

⑥ 調査の結果、障害の原因が当院のシステム操作やマスタ設定などに起因したものであっても、復旧作業に協力

すること。 

⑦ 障害時の迅速な原因調査や復旧作業のために、リモートを利用することは問題ないものとする。但し、リモート作

業を行うことで必要な現地作業が遅滞するようなことは避けること。 

⑧ 影響範囲や内容について、重篤な障害の場合は、根本原因を究明した上で再発防止策を当院に報告の上、

実施すること。 

 

 

  



 

 

25 

 

 

10. 成果品 

医療情報システム導入業務に係る成果品は、次のとおりである。基本的に紙、及び CD 又は DVD によるデータに

て、正・副１部ずつ納品すること。また、提出する成果品の種類及び内容構成の例（イメージ）を提案書内で提案

すること。各工程の成果品については、受託者からの提案に基づき、当院と受託者双方で協議・合意の上、決定する

こととする。 

 

図表１１：成果品一覧 

No. 工程 成果品 

(1) プロジェクト立ち上げ ・プロジェクト実施計画書 

(2) 要件定義フェーズ ・システム要件定義書 

・業務フロー図又は UML図 

(3) 設計フェーズ ・外部設計書、及び内部設計書 

・システムパラメータ定義書 

・システム連携図 

・ネットワーク配線図 

・ハードウェア配置図 

・運用設計書（ジョブ、バックアップ、稼動監視等） 

(4) 構築フェーズ ・データ移行実施計画書及び結果報告書 

・テスト実施計画書及び結果報告書 

・研修実施計画書 

・研修テキスト（職種別） 

・運用リハーサル実施計画書及び実施報告書 

・運用リハーサルシナリオ 

・本稼動立ち会い計画 

・本稼動立ち会い実施報告書 

(5) プロジェクト管理 ・WBS 

・課題管理表 

・変更管理表 

・進捗管理表 

・品質管理表 

(6) 保守引継ぎ ・ユーザ操作マニュアル 

・ユーザ操作マニュアル（簡易版） 

・システム管理者マニュアル 

・システム運用マニュアル（ジョブ監視、マスタ変更手順

等、運用手順に係る説明書一式） 

・バックアップ・リストアマニュアル 
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No. 工程 成果品 

・ハードウェア・ソフトウェア一覧 

(7) その他 ・各会議体議事録 
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11. その他留意事項 

① 次期医療情報システムが、当院にとって最適なものになるよう、当院に対して積極的な提案を心掛け業務を遂

行すること。 

 

② 本業務終了後に、ソフトウェア及びハードウェア、成果物等に瑕疵が見つかった場合は、受託者は速やかに当院

の指示に基づき瑕疵の修正を行うこと。なお、本修正作業に要する費用は、すべて受託者の負担によるものとす

る。 

 

③ 業務の遂行上必要と認められるもので、仕様書の解釈に疑義を生じた事項、並びに仕様書に明記していない

事項については、当院と協議の上決定すること。 

 

 

 

以 上 
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別紙 2 

宇陀市立病院 新医療情報システム導入業務 

プロポーザルに係る提案書等記載要領 
 

１ 提出する書類 

（１） 提案書（自由様式） 

（２） 要件定義書兼回答書（様式第５号） 

（３） 参考見積書及び明細書（様式第６号） 

 

（３）は正本１部のみ、（１）及び（２）は正本１部、副本３０部を提出すること。また、CD-R

にて電子データを提出すること。「６ その他留意事項」も合わせて参照のこと。 

 

２ 提案書の作成について 

（１）本プロポーザルに参加する事業者は、別紙１「宇陀市立病院 新医療情報システム導入業

務基本仕様書」の内容を踏まえて、提案書を作成すること。 

（２）提案書の表題は「新医療情報システム導入業務 提案書」とすること。 

（３）提案内容については、下記項目の順に構成し目次を入れること。また、必ずページ番号を

ページ下部中央に記入すること。 

 

提案項目 記載事項 

（１） 

システムの概要 

① 提案システムのコンセプト 

② 提案システムの概要 

（２） 

基本方針への対
応 

① 医療の質と安全に係る具体的な対策・考え方 

② 地域において必要とされる機能の提供に係る具体的な対策・考え

方 

③ 業務効率化係る具体的な対策・考え方 

④ 将来にわたって有効なシステムに係る具体的な対策・考え方 

（３） 

現行システム課
題への対応 

① サーバの保守サービス終了に係る具体的な対策・考え方 

② クライアント OSの保守サービス終了に係る具体的な対策・考え方 

③ セキュリティ対策に係る考え方 

④ システムの可用性に係る考え方 

⑤ 診療データの情報連携に係る考え方 

⑥ 診療データの二次利用に係る考え方 

（４） 

プロジェクト概
要 

① 導入スケジュール 

② 管理・開発体制 

（i） システム会社体制、病院側体制提案 

（ii） システム会社担当者の業務経歴 
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提案項目 記載事項 

③ 会議体（システム会社－病院間） 

・設置する会議体、その参加者、開催頻度、役割 

④ 進捗管理方法 

⑤ 各フェーズにおける作業及び役割分担 

（i）各フェーズの作業項目・内容、及び成果物 

（ii）各フェーズの作業に係る役割分担 

（５） 

プロジェクトの

進め方 

① 設計工程（運用方法、設定、導線の検討等） 

・ＷＧの設置案、開催頻度、ＷＧの進め方 

② マスタ作成 

・支援内容、進め方 

③ データ移行 

（i）データ移行方法、及び検証方法 

（ii）移行データの範囲・参照方法 

（iii）移行データの活用に係る制限事項 

（iv）マスタ・セット（パス・レジメンなど）データの移行方法 

④ 研修 

（i）実施計画・実施体制 

（ii）習熟度管理 

⑤ リハーサル/本稼働支援 

（i）リハーサル支援内容 

（ii）稼動後サポート体制、サポート方法、サポート期間・時間 

（６） 

プロジェクトの

留意点 

① 既存システムからの更新時の注意点 

② 本稼動切り替え方法の提案 

・本稼動切り替え日 

・本稼動日前後の留意点 

③ システム導入時の新旧サーバ設置案 

・設置場所、設置時期 

・本稼動時、本稼動後に移動する場合は、移動時期とその方法 

④ 次々回システム更新への貢献 

・自社システム更新の場合の提案 

・他社システム更新の場合の提案 

（７） 

稼働後対応 

① サポート体制（ハード・ソフト・ユーザサポート） 

（i）役割分担 

（ii）サポート体制図、サポート時間、サポート範囲、サポート方法 

② トータルコスト削減のための提案 
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（３）用紙サイズは原則Ａ４版とし、縦横は自由とする。やむを得ずＡ３版を使用する場合、折

り込みとすること。ページ数は表紙、目次を除き、６０ページを上限とする。なお、Ａ３

版を使用する場合、Ａ４版２ページとして換算する。 

（４）提案内容が分かるように、ソリューションや機器の概要、ソリューションや機器の提案理

由、適用範囲などを具体的に記述すること。 

（５）提案書には、予算面を含めて実現可能なことのみ記載すること。複数方式を挙げた場合は、

すべて実現可能と判断する。また、提案書に記載された内容は、契約時に本件業務の一部

とする。 

 

３ 提案書付属資料について 

（１）付属資料は、提案書の補足資料とする。必要に応じて作成・添付すること。 

（２） 表題は「新医療情報システム導入業務 提案書付属資料」とすること。 

（３） 付属資料一覧を作成し添付すること。 

（４） 付属資料を添付する場合は、提案書の該当箇所にも付属資料が添付されていることを明記

すること。 

（５）用紙サイズは原則Ａ４版とし、縦横は自由とする。やむを得ずＡ３版を使用する場合、折

り込みとすること。ページ数は表紙、一覧を除き、６０ページを上限とする。なお、Ａ３

版を使用する場合、Ａ４版２ページとして換算する。 

 

４ 要件定義書兼回答書への回答について 

（１）様式第５号に則り、各要求項目に対する対応可能性について、「対応可能性」欄の列に下

表の区分を用いて、回答を記載すること。 

 

（２）評価が「△」の場合、「備考」欄の列に①実現可能な範囲、②他院事例をもとに当院の不

都合を回避できる方法、を具体的に記載すること。 

（３）評価が「×」の場合、「備考」欄の列に運用変更など、他院事例をもとに当院の不都合を

回避できる方法を具体的に記載すること。 

（４）特定の医療情報システムに関する要求事項であっても、同時に提案するシステムで要求事

項に対応可能な場合は、「○」あるいは「△」として回答しても構わない（例：電子カル

回答 回答概要 

○ 
パッケージの機能をベースに、システムによって仕様をすべて実現する。 

（標準機能での対応・オプション機能での対応・カスタマイズでの対応をすべて含む。) 

△ 
パッケージの機能をベースに、システムによって仕様を一部実現する。 

（標準機能での対応・オプション機能での対応・カスタマイズでの対応をすべて含む。) 

× システムによる対応が不可能である。 



4 

 

テシステムへの要求事項を、リハビリシステムで対応可能な場合、など）。その際は「備

考」欄の列にその旨、明記すること。 

 

 

５ 参考見積書及び明細書の作成について 

（１） 様式第６号に則り、導入費用、及び導入後 5 年間の保守費用に係る参考見積書を各々作

成すること。 

（２） ハードウェア費用、ソフトウェア費用、導入作業費用、その他（データ移行費用、他シ

ステム連携費用など）が、明確に判別可能な形で記載すること。 

（３） 業務に係る一切の経費総額を記載すると共に、各工程の作業工数及び経費内訳について

も明確にし、計算式を記載すること。既存システム・流用機器との接続費用、データ移

行費用など、相手側ベンダーの作業費用も漏れの無いよう留意すること。 

（４） 明細には品目、数量、単価及び定価、運搬及び搬入据付費などを明示し、「～一式」「出

精値引き」「端数処理」など、経費の根拠が不明瞭となる記載はしないこと。 

（５） 保守費用は、現行システム・機器の流用分も明確に判別可能な形で含めて記載すること。 

（６） 金額は税抜きで記載すること。 

※ 要件定義回答書で「○」「△」と回答した項目に関して、オプション機能やカスタマイズ

での対応が含まれる場合には、必要な費用を明示すること。 

 

６ その他留意事項 

（１）提案書等の正本１部は、製本し事業者名を表紙に記載した上、印鑑を押印すること。また、

提出者の担当部門及び責任者を明示すること。 

（２） 提案書等の副本は、製本し３０部提出すること。 

（３） CD-Rには紙媒体で提出する資料をすべて含めること。ファイル形式は Microsoft Office

形式（Word、Excel、PowerPoint）とすること。 

（４） 評価者が漏れなく精確に評価できるよう、編集に配慮すること。 

（５） 記載内容が理解し易いように、簡潔かつ平易な表現で記述すること。 
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別紙 3 

宇陀市立病院 新医療情報システム導入業務 

プロポーザルに係る審査要領及び審査基準 

  

１ 審査の対象となる者 

本プロポーザルへの参加表明書を提出し、また提案書等の提出書類を期日までに提出した

事業者であること。 

 

 

２ 審査の項目及び点数 

総合点数は 800点満点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次のとおりとする。 

 

(1) 要件定義書兼回答書に関する評価点    （300点) 

(2) 提案書及びプレゼンテーションに関する評価点  （300点) 

(3) 参考見積書に関する評価点     （200点)  

 

 

３ 第１次審査の実施 

選定委員会にて資格審査を実施の上、なお本プロポーザルに参加を表明した者が多数であ

ると認める場合は、提出書類に基づき、第１次審査を実施する。 

 

 

４ プレゼンテーション審査の実施 

第１次審査を通過した提案者に対し、選定委員会によるプレゼンテーション審査を実施す

る。実施要領は次のとおり。 

 

(1) 実施日時 平成 30年 2月 20日（火） 

※詳細な時間、場所等については、第１次審査通過者に別途通知する。 

(2) 原則として、本業務を実際に行う予定の総括責任者及び主任責任者の出席を必須とし、

参加者は 4名以内とする。また、主要なプレゼンターは総括責任者、又は主任責任者

の何れかが務めること。 

(3) 各提案者の持ち時間は 20 分を上限とし、また質疑応答を 10 分程度行うものとする。 

(4) 留意事項 

① パソコン、プレゼンテーション用のデータは提案者が用意すること。なお、プロジ

ェクターは当院が用意する（D-Sub又は HDMI接続）。 

② 提案書の内容に沿ったプレゼンテーションを行うこと。提案書に記載のない追加提

案がある場合は、選定委員が明確に分かるよう説明を行うこと。 

③ プレゼンテーション会場での追加資料の配布は認めない。必要なものは全て提案書

に含めること。 

④ プレゼンテーションで説明された内容は、契約時に本件業務の一部とする。 

⑤ プレゼンテーションは、その後の院内での討議及び内容確認のため、当院にて録音・

録画を行う場合がある。但し、録音・録画データは本案件に関する院内利用に留め、
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当院の責任で適正に管理する。 

 

 

５ 最終審査の実施 

選定委員会は、次の要領で各提案者の評価を行い、最も優れた提案を行った者（以下「最

優秀提案者」という。）と次点の者を特定する。なお、何れの評価点も小数点以下第 2 位を

四捨五入し、小数点以下第 1位までを有効とする。 

 

(1) 「要件定義書兼回答書に関する評価点」「提案書及びプレゼンテーションに関する評

価点」「参考見積書に関する評価点」を合算して総合得点を算出し、最も点数の高かっ

た提案者を「最優秀提案者」、次に点数が高かった提案者を次点の者とする。 

(2) 総合得点で同点の提案者が複数ある場合は、次の要領で優劣を決定する。 

① 「要件定義書兼回答書に関する評価点」が高い評価者を上位とする 

② 「要件定義書兼回答書に関する評価点」が同点の場合は、「提案書及びプレゼンテー

ションに関する評価点」が高い評価者を上位とする 

③ 「要件定義書兼回答書に関する評価点」「提案書及びプレゼンテーションに関する評

価点」「参考見積書に関する評価点」が何れも同点の場合は、選定委員会で協議し決

定する。 

 

 

６ 各評価点の審査方法・基準 

「要件定義書兼回答書に関する評価点」「提案書及びプレゼンテーションに関する評価点」

「参考見積書に関する評価点」の審査方法・基準は次のとおり。 

 

(1) 要件定義書兼回答書に関する評価点 

① 各提案者から提出された要件定義書兼回答書に基づき、各項目に対する回答につい

て、次表のとおり評価ランクを決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各項目の評価ランクを総合的に評価し、次の要件定義書兼回答書ごとの配点に従っ

て点数を算出した後、これらを合計して評価点とする。 

なお、「A 基本方針仕様」「B 基本的要件」については、基本事項のため、可能な

限り対応すること。「B 基本的項目」の項目については、○以外の回答の場合は、

備考欄に具体的かつ妥当な方法での代替案・実現方法を記載すること。備考欄の記

回答 評価ランク（Ⅰ～Ⅴ） 備考 

○ Ⅴ  

△ Ⅲ 

システム機能で対応できない部分について、当院の不都合を回

避できる方法が具体的に示されていない場合、或いはその内容

が妥当性に欠ける場合は評価ランクを 1段階引き下げる。 

× Ⅰ 

運用変更など、当院の不都合を回避するための対応方法が具体

的に示されていない場合、或いはその内容が妥当性に欠ける場

合は評価ランクを 1段階引き下げる。 
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載がないまま△や×が付いている場合は、大幅減点とする場合がある。 

要求仕様項目 配点 

A 基本方針仕様（基本事項） 10 

B 基本的要件（基本事項） 15 

1 電子カルテシステム 15 

1.1 オーダリング 15 

1.2 病診連携支援 5 

1.3 電子カルテ(血液浄化) 5 

2 看護支援システム 15 

2.1 看護必要度 10 

3 医事会計システム 10 

4. 放射線情報システム 10 

5 画像管理システム 5 

6 検査システム 10 

6.1 輸血システム 5 

7 再来受付 5 

8 診察待ち表示システム 5 

9 診察券発行機 5 

10 会計待ち表示システム 5 

11 POS レジ 5 

12 調剤支援システム.13 服薬指導.14 注射支援 10 

15 リハビリ支援システム 5 

16 栄養管理システム 10 

17 眼科ファイリング 5 

18 医療機器接続（ナースコール） 5 

19 健診支援システム 5 

20 手術管理システム 10 

21 DPC ベンチマークシステム 5 

22 ウィルス管理ソフト 5 

23 診断書管理システム 5 

24 診療録管理システム 5 

25 薬品在庫システム  5 

26・27 ネットワーク機器 5 

28 DPC 業務支援システム 5 

新 1 持参薬オーダー 5 

新 2 栄養指導システム 5 

新 3 職員 ID 同期 5 

新 4 スキャンデータ管理(統合画像管理) 10 

新 5 看護管理・新 6 看護師人事・教育管理 5 

C ハードウェア・ソフトウェア 15 
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要求仕様項目 配点 

D 保守要件 15 

 

 

(2) 提案書及びプレゼンテーションに関する評価点 

① 選定委員会にて、提案書及びプレゼンテーションに関する評価項目ごとに次

表のとおり評価ランクを決定した上で、評価項目ごとの配点に応じて点数を

算出した後、これらを合計して評価点とする。なお、評価項目ごとの評価基準

及び配点に関しては、添付資料６「宇陀市立病院 新医療情報システム導入

業務 提案書及びプレゼンテーション評価項目」を参照のこと。 

 

 

評価ランク 評価概要 

◎ 提案内容が評価基準と比較して優れている 

○ 標準的な提案内容である 

△ 提案内容が評価基準と比較して劣っている 

× 評価基準に該当する記載が見られない 

 

 

(3) 参考見積書に関する評価点 

① 各提案者から提出された参考見積書に基づき評価点を算出する。評価点は、導入費

用、保守費用各々について、100点満点にて点数を算出した後、これらを合計して評

価点とする。なお、点数の計算式については非公開とする。 

 

※導入費用について、実施要領「２（４）委託料」に記載した上限額を超過した場合は

失格とする。 

 

 


